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理事長　小川　繁晴

内科　松木　啓離島診療報告

　新年のお慶びを謹んで申し上げますとと

もに、旧年中に賜りましたご厚情に対して篤

く御礼申し上げます。

　本年の干支は未、転じて羊であります。羊

は古より家畜として親しみのある動物で、漢

字にも多く現れます。大きな羊で美しい、羊

と我で義といったように良い意味に使用さ

れています。羊にあやかり、今年が穏やかで

良い１年になりますようにと願うばかりです。

　年末の衆議院選挙もあわただしく終わり、

与党の絶対多数の継続となりました。野党

のあまりにも不甲斐ない有様から勘案しま

すと、今後しばらくは緊張感の乏しい国会運

営が続くものと思われます。アベノミクスも

正念場を迎えますが、恩恵が大企業だけで

なく、中小企業、地方にも早く波及してもら

いたいものです。地方創生が力強く始まる１

年であってほしいと願います。

新年のご挨拶
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　医療、福祉政策の最近のトレンドは地方

への責任転嫁であります。特に医療は県に

医療供給体制の調整機能の主体を移し、そ

の指導の下に少子、高齢化への対処を図る

というもののようです。財政基盤の弱い地

方ではさまざまな不都合が生じるのではな

いかと危惧されます。少しでも医療現場の

声を施策に反映させていただけるように、

機会を捉えて発言し、良質な医療を提供で

きるよう努力をかさねる所存です。

　聖典に「一善を修するものは十善を修す」

という言葉があります。年頭に当たり、まず

は一善、さすれば今年は十善につながるの

ではではないかと、今年の自分に言い聞か

せているところであります。

　「社会福祉法人　十善会」は「救急から

在宅まで」の理念の下、全職員が地域の医

療福祉を支える気概で日常業務を遂行して

います。今年も皆様の御支援をお願いいた

しますとともに、皆様の今後のますますの

発展を祈念致しまして年頭の挨拶と致しま

す。

　去年10月、西海市の要請を受けて離島医

療に従事して参りましたので、一部始終をご

報告いたします。

　

　場所は江島（えのしま）。西海市に所属し、

長崎本土と五島の中間あたりに在ります。

地図で確認すると長崎空港と同じくらいの

サイズで、そこに現在約100人程が生活さ

れています。かつては捕鯨基地として栄え

た風光明媚な島です。

　島には診療所がひとつありますが、そこに

勤めていた先生が退職されたため、当院を

含めた数カ所の病院から急遽代理の医師が

派遣されたという次第です。当院からは4人

の医師が持ち回りで、10月から11月にかけ

て計4回日帰りで診療してきました。天気が

良ければ神の島からヘリコプターで移動し

ます。小さな診療所ですが、レントゲン、エ

コー、心電図、血液検査など最低限の検査

機器は備わっています。

　80歳以上の高齢者が人口の多くを占め、

通常は高血圧など慢性疾患の定期受診が主

体となりますが、いざ重症患者が発生した

場合は本土の病院まで救急ヘリや漁船で搬

送するなど、大変な労力を強いられる事態

となります。また外科的な手技に疎い内科

医にとっては、軽い外傷ですら対処が困難

なこともあります。普段からなんでも揃った

診療体制に慣れきった私達には大きなプ

レッシャーがのしかかる経験でしたが、幸い

4回の診療は問題無く終了し、程なく後任の

医師も見つかったそうです。

　日本にはこのような医療僻地がまだ多数

存在し、わずかな人材と多大な費用でそれを

支えている状態です。このような現場で地

域住民の健康を守り続ける医療者方に尊敬

の念を抱くと同時に、便利で安心な都市部

での病院勤めに、改めてありがたみを感じ

ることができました。
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リハビリテーション・ケア合同研究大会
長崎2014に参加しました！

3 4

リハビリテーション科 作業療法士　山内 良太　　
　私は11月6日から3日間行われた「リハビリ
テーション・ケア合同研究大会　長崎2014」に
参加してきました。大会では「がんばらんば～安
心して暮らせる地域づくりに向けて～」をテーマ
に全国の医療関係者が各研究内容を報告して
いました。私もたくさんの報告を耳にして医療
は常に前進していることを実感してきました。十
善会病院から演者・座長としての参加者より感
想を述べさせていただきます。

院長　笠 伸年
 私は長崎地域リハ物語、第３章「多職種連携
編」にシンポジストとして参加し救急医療の立
場から「多職種連携に支えられた急性期医療の
実際̶脳卒中症例を中心にー」と題して発表し
ました。その他は在宅医療、回復期、ケアマネ
ジャーのそれぞれの立場からの発表があり、救
急医療に携わる我々も回復期、生活期の実情を
知る必要があると思いました。

看護部　2階病棟主任　田栗 寛子
 一般演題座長として参加しました。初めての座
長経験で緊張しましたが、良い学びになりまし
た。リハケアでは、急性期・回復期・生活期、す
べてのステージにおける発表がありました。発
表者の多くはセラピストでしたが、看護師からは
リスク管理や摂食・嚥下、退院支援、人材育成や
業務改善、症例報告などの発表がありました。
チームで取り組める内容の演題もあり、ぜひ当院
脳外科チームでも実践していきたいと思います。

リハビリテーション科 業務部長 理学療法士　小泉 徹児
 私が座長で担当した演題は「連携」で、歯科⇔
病院、急性期⇔回復期、ケアマネジャー、院内職
種間への工夫した内容でした。当院では院外の
歯科や回復期とは2階病棟から始まり、看護師
との連携も2階・3階から始まり、約20年が経
ちます。今後は、当院が地域包括ケアシステムの
中に根付く為の連携方法の展開が必要だと感じ
ました。またＤＰＣデータから地域特異性を紹
介した特別講演では、時折当院の名前も呼ばれ
誇らしく思いました。

訪問看護ステーション　理学療法士　清水 章宏
　研究大会最終日11月8日に一般演題（ポス
ター）の最終セッション「連携」というテーマで
座長を務めて参りました。一般的に「連携」とは、
連絡を密に取り合って一つの目的のために一緒
に物事をすることですが、今回の演題の中から
も、医療・介護・福祉・保健分野の「連携」は、対
象者の生活課題や地域生活を基盤として専門職
の特性を生かしていく事であると感じられまし
た。社会福祉法人 十善会の理念の中に「救急か
ら在宅まで」を目標に、患者さん・職員が満足す
る病院づくり、地域住民の保健・医療・福祉の向
上という言葉があります。これらは「連携」しな
くては出来ないものであり、今一度、現在の職場
や業務を見つめ直し、地域社会に貢献して行き
たいと思いました。最後になりますが、今研究大
会への参加・座長の機会を頂き誠にありがとう
ございました。

　当院では4階病棟の患者様を主体に、多職種
での嚥下アプローチを行うため、摂食嚥下委員
会を発足しました。まず平成25年10月より、呼
吸器内科を主治医とする嚥下障害者を対象に、
試験的に運用を開始し、システムの確立した平
成26年4月より、対象を4階内科病棟患者に拡
大し、カンファ・回診を実施しています。

　今回、当委員会として初の研修会を開催しました。
≪11月20日木曜日　参加人数３３名≫
　発足後約1年間の活動を振り返り、①増田言
語聴覚士が摂食機能療法について、②松田医事
課担当が実績報告を発表しました。また、③明
治乳業・濱田様から口腔湿潤ジェル/オーラル
コートについての商品説明もありました。

文責　栄養部　大下正美

NST委員　大下正美

《摂食・嚥下委員会　第1回研修会開催！》

《〝当院NST〟についてお話してきました！》

【内科病棟摂食・嚥下委員会構成メンバー】
  内科医師、病棟看護師、言語聴覚士、理学療法士、
  管理栄養士、医事課内科病棟担当
【カンファレンス・回診】毎週水曜日１３：３０～

増田言語聴覚士より
　内科では嚥下障害者の多くが加齢に伴う全
身状態低下の過程で誤嚥性肺炎を起こし入院
となります。治療・全身状態の管理・認知・
ADL・栄養など、多方面からの丁寧なアプロー
チが無くては、嚥下は立ち上がりません。私自
身未熟であり、Dr・Ns・管理栄養士・医事課・
リハスタッフの方々に支えられながら勉強中で
す。目標は全病棟での嚥下アプローチです。
よろしくお願いします。

　今年の春頃、長崎市北部に位置する光晴会病院の栄養
士さんより1本の電話がありました。「NST（栄養サポート
チーム）を発足して数年続けているのですが、活動がなか
なか上手く行かないんです」「何かコツなどあれば教えて
もらい、院内の研修会で話をして欲しい」との事。もちろ
ん、「そんな恐れ多い・・・。当院のNSTからお教えするよ
うな事なんてないです！」とお答えしました。しかし、強い
アプローチがあり、そして、「何かお役に立つことが少しで
もあれば・・」という思いで、その後、ご依頼をお受けしま
した。

　当日（11月11日火曜日）は、真新しい病院の広い講堂に
約150名の職員皆さんがお集まりの中、当院の「NST発
足～現在まで、活動中の秘話」など、様々な話をさせてい
ただきました。私にとっては10年間勤務した前職場と言う
こともあり、少々緊張もしましたが、とても良い機会に恵
まれ感謝しています。
　院外の方々に披露したNST活動が、話だけで終わらな
いように、これからもチーム一丸となって、より良い栄養管
理ができるよう頑張りたいと思います。



リハビリテーション・ケア合同研究大会
長崎2014に参加しました！

3 4

リハビリテーション科 作業療法士　山内 良太　　
　私は11月6日から3日間行われた「リハビリ
テーション・ケア合同研究大会　長崎2014」に
参加してきました。大会では「がんばらんば～安
心して暮らせる地域づくりに向けて～」をテーマ
に全国の医療関係者が各研究内容を報告して
いました。私もたくさんの報告を耳にして医療
は常に前進していることを実感してきました。十
善会病院から演者・座長としての参加者より感
想を述べさせていただきます。

院長　笠 伸年
 私は長崎地域リハ物語、第３章「多職種連携
編」にシンポジストとして参加し救急医療の立
場から「多職種連携に支えられた急性期医療の
実際̶脳卒中症例を中心にー」と題して発表し
ました。その他は在宅医療、回復期、ケアマネ
ジャーのそれぞれの立場からの発表があり、救
急医療に携わる我々も回復期、生活期の実情を
知る必要があると思いました。

看護部　2階病棟主任　田栗 寛子
 一般演題座長として参加しました。初めての座
長経験で緊張しましたが、良い学びになりまし
た。リハケアでは、急性期・回復期・生活期、す
べてのステージにおける発表がありました。発
表者の多くはセラピストでしたが、看護師からは
リスク管理や摂食・嚥下、退院支援、人材育成や
業務改善、症例報告などの発表がありました。
チームで取り組める内容の演題もあり、ぜひ当院
脳外科チームでも実践していきたいと思います。

リハビリテーション科 業務部長 理学療法士　小泉 徹児
 私が座長で担当した演題は「連携」で、歯科⇔
病院、急性期⇔回復期、ケアマネジャー、院内職
種間への工夫した内容でした。当院では院外の
歯科や回復期とは2階病棟から始まり、看護師
との連携も2階・3階から始まり、約20年が経
ちます。今後は、当院が地域包括ケアシステムの
中に根付く為の連携方法の展開が必要だと感じ
ました。またＤＰＣデータから地域特異性を紹
介した特別講演では、時折当院の名前も呼ばれ
誇らしく思いました。

訪問看護ステーション　理学療法士　清水 章宏
　研究大会最終日11月8日に一般演題（ポス
ター）の最終セッション「連携」というテーマで
座長を務めて参りました。一般的に「連携」とは、
連絡を密に取り合って一つの目的のために一緒
に物事をすることですが、今回の演題の中から
も、医療・介護・福祉・保健分野の「連携」は、対
象者の生活課題や地域生活を基盤として専門職
の特性を生かしていく事であると感じられまし
た。社会福祉法人 十善会の理念の中に「救急か
ら在宅まで」を目標に、患者さん・職員が満足す
る病院づくり、地域住民の保健・医療・福祉の向
上という言葉があります。これらは「連携」しな
くては出来ないものであり、今一度、現在の職場
や業務を見つめ直し、地域社会に貢献して行き
たいと思いました。最後になりますが、今研究大
会への参加・座長の機会を頂き誠にありがとう
ございました。

　当院では4階病棟の患者様を主体に、多職種
での嚥下アプローチを行うため、摂食嚥下委員
会を発足しました。まず平成25年10月より、呼
吸器内科を主治医とする嚥下障害者を対象に、
試験的に運用を開始し、システムの確立した平
成26年4月より、対象を4階内科病棟患者に拡
大し、カンファ・回診を実施しています。

　今回、当委員会として初の研修会を開催しました。
≪11月20日木曜日　参加人数３３名≫
　発足後約1年間の活動を振り返り、①増田言
語聴覚士が摂食機能療法について、②松田医事
課担当が実績報告を発表しました。また、③明
治乳業・濱田様から口腔湿潤ジェル/オーラル
コートについての商品説明もありました。

文責　栄養部　大下正美

NST委員　大下正美

《摂食・嚥下委員会　第1回研修会開催！》

《〝当院NST〟についてお話してきました！》

【内科病棟摂食・嚥下委員会構成メンバー】
  内科医師、病棟看護師、言語聴覚士、理学療法士、
  管理栄養士、医事課内科病棟担当
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　救急室は、十善会病院の理念である「救急から在宅まで」の玄関口として、日夜救急患者に対応し

ています。スタッフは4名と少数陣営ですが、頼れる外来師長をはじめ外来スタッフの応援と、休日

や夜間は手術室スタッフも加わり、滞りなく診療が出来るようがんばっています。

　平成25年度の救急外来受診者数は7,363人、救急車の搬入台数は2,113台。この数字多いの？

少ないの？･･･他の病院と比較していないので何とも・・・(アバウトな性格なものですみません)　と

にかく平均すると1日に20人、6台の救急車が来ていることになります。

　しかし、輪番日ともなると、ストレッチャーが足りない(現在4台あります)こともあり、そうなる

と戦場です。各科の医師から出される指示を選別し、緊急性のあるものから優先順位をつけてい

く！そんな時ほど冷静沈着に！頼れる知識豊富なスタッフとともに、声を掛け合い奮闘していま

す。更に検査などコメディカルの協力を得ながら、病棟にも入院という忙しさを波及させつつ快く

受けて頂き、各部署との連携の大切さをひしひしと感じております。

　救急の患者様は脳外科や整形外科など数科が関わることも多いです。個性豊かな多数の医師との

連携をとりつつ、どうにも困ったときは頼もしい救急部長に頼りながら、患者様に最良の医療を提

供できるよう努めています。こういうと、いつも忙しく大変!!と思われそうですが、私をはじめ人生

経験の長いスタッフ同士(ごめんなさい・・)救急に備え、時に世間話をしながら和気藹々コミュニ

ケーションを図っています。(若いスタッフ募集中！)

　救急の場面では、検査や処置が優先となりがちですが、声かけ・気配りを忘れず、患者様に寄り

添った看護を提供していきたいと思います。

救急室主任　藤崎ゆう子

J y u z e n k a i  H o s p i t a l

救急室紹介

　こんにちは。今回は健康管理センターの紹介をさせていただきます。
　健康管理センターでは、保健師３名、看護師１名、事務員４名、計８名のスタッフで健康診断の予
約、受付、実施を行っている部署です。健康管理センター（以下センター）では、年間約4000名の方
の健診をすべて予約制で実施しています。

　健康診断（以下健診）は、日帰りコースと一泊二日ドックコースに大きく分かれ、一泊ドックは年
間100名程でほとんどが日帰りコースの受診となっています。

　年間を通して企業健診が多いのですが、それだけでなく長崎市のがん検診や日帰りドック、脳
ドック、一泊二日ドックなど、個人でのお申込みの予約も受け付けています。また、当院職員の健診
も実施しています。健診を受けた結果、精密検査や治療が望ましい受診者様へは、結果表と共に精密
依頼状（紹介状）を出しています。精査結果はセンターへ返信をお願いする方法をとっており、４～
５ヶ月しても返信がない受診者様へは、保健師が電話訪問をして受診勧奨を行なっています。

　話はかわりますが　『メタボ健診』という言葉をご存じでしょうか？
　メタボとは、メタボリックシンドロームの略称で、内臓脂肪が増加し体の代謝が悪いために様々
な病気を引き起こす状態のことを言います。メタボ健診は正式には特定健診といいますが、健診項
目に含まれる血圧、お腹周りを測る腹囲、血液検査から血糖、脂質などの数値を測定することで、高
血圧、脂質異常症、糖尿病の疑いがないかを調べることができます。腹囲と血圧・血糖・脂質どれか１
つの数値が高いと「メタボ予備軍」、腹囲と血圧・血糖・脂質の２項目以上の数値が高いと「メタボ該
当という判断となります。

　またその中から、生活習慣の改善指導を行う「特定保健指導」の対象者が抽出されます。
特定保健指導はセンターでも保健師が担当し実施しています。

　自覚症状はなくても、健診を受けることによって数値として表われますので、身体の異常を発見
できることがあるかもしれません。
　ご自身の健康状態を見つめなおすためにも、年に１度は健康診断を受けてみられてはいかがで
しょうか？

岩本佳織
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健康診断（以下健診）は、日帰りコースと一泊二日ドックコースに大きく分かれ、一泊ドックは年間100名程でほとんどが日帰りコースの受診となっています。

　外来患者様の診療・検査時間にできるだけ
影響しないよう、朝8時より受付開始してお
り、生理学検査（心電図、超音波検査など）、胸
部レントゲン検査、胃部検査、乳がん・子宮が
ん検診などを順次実施しています。

　泊りがけで健診を行うコースで、宿泊は近
くのホテル（ＪＡＬシティホテル、又はＡＮ
Ａクラウンプラザホテルグラバーヒル）とな
ります。

日帰りコース 一泊二日ドック
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